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武蔵野市体育協会創立70周年
記念式典・祝賀会を終えて
武蔵野市体育協会会長

秋本

清

迎えた訳ですが、この間のさまざまな出来事や困
難を乗り越えられたのは、武蔵野市、公益財団法
人武蔵野生涯学習振興事業団、また歴代会長と先
輩役員の皆様を始め、多くの市民の皆様の温かい
ご指導ご支援ご協力の賜物と感謝申し上げます。
顧みますと、体育協会発足当時加盟団体は 6
団体でしたが、平成元年以降に一大スポーツゾー
ンとしての現在の陸上競技場並びに総合体育館、
平成 31 年 2 月 16 日（土）吉祥寺東急 REI ホ
テルにおいて、体育協会創立 70 周年記念式典・
祝賀会が盛大に行われました。

プールなどが整備され、より市民のスポーツに対
する関心が一段と高まり、加盟団体も少しずつ増
え、現在では 36 団体 9,600 人を超える登録をい

本日は、武蔵野市体育協会創立 70 周年記念式
典開催にあたり、武蔵野市長はじめ、多くのご来

ただくまでに成りました。
体育協会としては春の市民体育大会、秋の市民
体育祭、市民スポーツフェスティバル、スポーツ

賓の皆様のご臨席を賜り、衷心より御礼申し上げ
ます。
さて武蔵野市体育協会は戦後間もない昭和 24
年２月 19 日に設立され、70 年と言う節目の年を

指導員に対する研修会及び養成講習会等を開催し
ておりますが、国のスポーツ振興法に基づき武蔵
野市においても平成 21 年４月よりスポーツ振興

武蔵野市水泳連盟
創立 60 周年

武蔵野市スキー連盟
創立 60 周年

武蔵野市水泳連盟会長 佐藤

多津江

武蔵野市水泳連盟は、昭和 34 年に、体育協会

武蔵野市スキー連盟理事長 高木

計画が策定され、多くの市民がスポーツを身近な
ものと感じ、気軽に楽しむことが出来るよう、ス
ポーツの概念を幅広くとらえています。
例えば競技スポーツのみならず、ウォーキング
やラジオ体操など健康づくりの為のスポーツに加
え、野外活動もスポーツとし、生涯スポーツ社会
を目指して活動しております。
平成も４月で終わり、新元号に変わる今年、
ラグビー・ワールドカップが９月、さらに 2020
年には東京オリンピック・パラリンピックと、ビッ
クなスポーツイベントが控えているわけですが、
実践するスポーツに加え、観る、また支えるスポー
ツにも目を向け推進していくつもりでございます。
結びに成りますが、各団体の益々の発展と、
本日ご臨席の皆様のご健康、ご活躍を祈念し式辞
とします。

武蔵野市体育協会創立70周年記念

表彰受賞者

完治

昨年 11 月に創立 60 周年祝賀会を開催する事

へ加盟以来 60 周年を迎えました。水泳の素晴し
さを通して、体と心の健康に役立つ様にと活動す
る方針は、今も変わりません。
水泳大会は、昭和 24 年に第 1 回が成蹊プール
で開かれ、
平成 30 年には 70 回大会となりました。

ができました。
武蔵野市スキー連盟が誕生したのは 1956 年 11
月です。教育委員会主催の市民スキー講習会は、
その 3 年前から開催されていました。事業委託を
受けていた当初は指導員不足で苦労した時期もあ

年々出場選手も増えているのは、うれしい事です
が、当日の競技役員の方々のご苦労には大変感謝

りましたが、今は指導員も 44 人に増え、競技ス
キーでは都民体育大会や各種大会で優勝や入賞す

致して居ります。
水泳教室は、室内プールが出来る迄は、冷たい
外プールでの活動でした。平成元年に室内プール
が出来て、武蔵野スポーツ振興事業団（現、武蔵

る活躍を続けています。
スキー連盟は「安全で楽しいスキーの普及」
「競
技選手および指導者の育成と技術向上」「各事業
の特徴を生かした運営」を方針に掲げ、スキー教

野生涯学習振興事業団）が主催する水泳教室が始
まり、いろいろな教室を担当させて頂きました。

室・市民体育祭（わくわくスキー体験）・市民体
育大会（スキーフェステバル）・ファミリーディ

現在は、水泳連盟主催の教室も多くなり、活発に
活動しています。
平成 31 年 1 月には、発足時から苦労されまし
た村上京子前会長をお迎えし、大会や指導の努力

スキー・スキー講習会などの行事を開催していま
す。スキーは技術や年齢に関係なく、それぞれの
レベルで楽しめるスポーツですので、多くの市民
の皆さんの参加をお待ちしています。

を慰労する意味を込めて和やかに食事会を催しま
した。

また、今後もジュニア育成事業にも積極的に関
わっていきますので、関係各位のご協力をお願い

無事 60 周年を迎え、体育協会、武蔵野生涯学
習振興事業団始め沢山の方々のお力添えに、心よ
り感謝申し上げます。

申し上げます。

感謝状
▪貢献・協力団体

成蹊大学
日本獣医生命科学大学

表彰状
▪永年功労者・役職者

徳田美栄子
本橋
弘
山本 茂子
三原 俊夫
棚橋 正尚

▪永年加盟団体長

本多
隆
神谷 恒雄
二階堂 齊
沼尻 洋子
大谷 和夫
杉渕とみえ
木村 丈治
岩本 純一
舟橋 優子
宮下みさ子
桜井 和実
井口 良美
島森 壽一
桑津昇太郎
中村
弘
田中 節男
須長 弘文
出口 虎孝
岩田 武和
山下 倫一

▪成績優秀

卓球
バスケットボール
ソシアルダンス
元副会長
元参与
軟式野球
弓道
ソフトテニス
バドミントン
釣魚
民謡舞踊
バレーボール
バスケットボール
スポーツ少年団
ラジオ体操
ソフトボール
ゲートボール
ソシアルダンス
サッカー
ライフル射撃
ボウリング
アーチェリー
インディアカ
ターゲットバードゴルフ
武術太極拳

横河電機バレーボール部
デレッターズ バスケットボール

武蔵野市体育協会

体育功労賞
間

健太郎

スキー連盟

このたびは体育功労賞の表
彰をいただき、ありがとうご
ざいました。
スキーは大自然の中で誰で
もが自分の力量に応じて楽し
めるスポーツです。その魅力
を少しでも多くの人たちに伝
えられるよう、これからもスキー連盟の一員とし
て微力ながら努めていきたいと思います。

武蔵野市ラジオ体操会連盟
創立 40 周年
武蔵野市ラジオ体操会連盟会長 宮下みさ子
平成 30 年 11 月 24 日（土）に連盟創立 40 周
年記念式典・祝賀会を開催することができまし
た。これもひとえに武蔵野市体育協会をはじめ、
公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団、市教育
委員会のご協力のおかげと改めて感謝を申し上げ
ます。当日は武蔵野市長松下玲子様、市議会議長
本間まさよ様、体育協会会長秋本清様をはじめ、
多くの関係機関と会員の皆様にご出席いただき盛
大にお祝いすることができました。
昭和 51 年桜堤会場から発足し、平成 30 年ま
でに 8 会場、会員数 153 名で毎朝ラジオ体操を
行っております。
現在ラジオ体操は “ 究極のラジオ体操 ” と言わ
れる程見直されています。朝のひとときの時間で
はありますが、会員の皆様の健康を確認し、汗を
かき、
笑って過ごす貴重な時間に感じております。
これからも市民の健康づくりのため、努力してま
いりますので、今後とも、ご指導とご協力をお願

小川

誠一郎

小島

ソフトボール協会

洋邦

サッカー協会

このたびは表彰いただきあ
りがとうございます。60 年
前には授業の休み時間、バッ

サッカー協会少年部で長年
小学生と共に過ごして来まし
た。幸いにも多くの素晴らし

トと球だけもって、素手で遊
んだソフトボールでしたが、

い仲間に恵まれました。
この度の体育功労賞は少年

今や完成の域に達したスポー
ツ。市民が健康増進のため取
り組む際の、多少の一助となれて幸いです。

部みなさんの受賞と感謝致し
ております。今後とも微力で
はございますが、武蔵野市体育協会発展に寄与出

久保田

知美 バレーボール連盟

来ればと考えております。
ありがとうございました。

金子

この度は功労賞というとて
も名誉な賞をいただき有難う

ウォーキング協会
この度は、市民スポーツ振
興に寄与した功績で表彰状を

ございます。中学生から始め
たバレーボールがここまで続
くとは思ってもいませんでし

いただき、ありがとうござい
ました。
「歩くに勝る良薬なし」
古代ギリシャの医学者の言葉

た。これまで支えて下さった
連盟の先輩方、チームメイト、
家族に心から感謝しております。

だとか、これまでに実践して
まいりましたが、今後も、こ
の言葉の実践に努めてまいりたいと思っております。

武蔵野市ウォーキング協会
設立 20 周年
武蔵野市ウォーキング協会会長 長谷川

満

全国青年大会バスケットボール競技
優勝報告

善三

平成 30 年 11 月 17 日（土）に設立 20 周年記
念式典及びパーティーをスイングホールで開催、
式典には松下玲子市長、秋本清体育協会会長をは
じめ多くの関係団体の皆様のご出席をいただき節
目の 20 周年を盛大に祝うことが出来ました。ま
たパーティーではラテン音楽の演奏、歌やダンス
もあり和やかな雰囲気の宴と成りました。そして
11 月 25 日（日）には 20 周年記念ウォークを実施、
設立当初と全く同じコースを歩き 20 年前に先輩
たちが歩いた足跡を踏みしめて感慨深いものが有
りました。また「20 周年記念誌」を発行するこ
とが出来て幸いです。
武蔵野市は水と緑の豊かな街です。これからも
自然に親しむ、皆さんに喜んでいただける魅力あ

い申し上げます。

るコースを紹介してゆきますので、関係各位のご
支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。

平成 30 年 10 月８日（体育の日）に第 33 回市
民スポーツフェスティバルが開催され、総合体育

当日は 1,350 名もの参加があり、晴天の中で皆
さん各種目を楽しんでいました。

館・陸上競技場で 20 の種目が実施されました。

今年は 10 月 14 日（体育の日）に開催の予定
です。皆さんのご参加をお待ちしています。

バスケットボール連盟 デレッターズ監督 岩本

純一

本市代表チームは女子が平成 22 年に優勝して
いますが、男子は平成 11 年に全国優勝して以来
19 年ぶりに東京都で優勝し、３回目の全国大会
出場を果たしました。本市は２回戦から登場して
岡山県代表、秋田県代表、愛知県代表を大差で破
り決勝戦に進出。決勝は茨城県代表との対戦にな
り、前半は５点差で負けていて大苦戦となりまし
たが、第３ピリオドで一気に逆転し最終的には
99 － 94 と逆に５点差をつけて勝ち、優勝するこ
とができました。
皆様の応援ありがとうございました。
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ボール遠投

